学術集会に参加される皆様へ
1． 参加手続き
1）本学会に参加される方は、会員・非会員を問わず参加登録を行ってください。
2）事前参加登録された方には、事前に参加証をお送りいたします。
お忘れにならないようにご持参ください。
3）当日参加登録は総合受付にて受け付けます。
4）ネームカードケースは総合受付にご用意いたします。
5）ネームカードには氏名・所属をご記入の上、学会場および懇親会場では必ずご着用ください。

2． 学術集会参加費
区

分

事前登録

当日登録

医

師

11,000円

12,000円

9,000円

10,000円

医師以外

※会員・非会員の区別はありません。

3． プログラム・抄録集
事前に送付されたプログラム・抄録集（本誌）をご持参ください。抄録集をお持ちでない方には受付にて
一冊2,000円で販売いたしますが、部数に限りがありますので、予めご了承お願いいたします。

4． 総合受付（参加受付）
開催日

時間

2月14日（土）

8：00～18：00

2月15日（日）

7：30～15：00

場所
都市センターホテル ロビー階

※JA共済ビルカンファレンスホール、砂防会館では参加登録を行っておりませんのでご注意ください。

5． クローク
開催日
2月14日（土）
2月15日（日）

時間

場所

8：00～20：30

都市センターホテル

9：00～17：00

砂防会館

7：30～17：00

都市センターホテル

8：30～16：00

砂防会館

7F

707

1F ロビー
7F

707

1F ロビー

6． 懇親会
【日

時】2月14日（土）18：10〜20：30

【会

場】第1会場（都市センターホテル 3F

コスモス）

【参加費】無料（＊学会参加証をご着用ください）
【形

式】立食

優秀演題賞・優秀ポスター賞の表彰式や浅草サンバカーニバルといったアトラクションをご用意して
おりますので、皆様奮ってご参加ください。
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7． 関連会議
・理

事

会

2月13日（金）14：50〜16：50

都市センターホテル

7F

701

・社員総会（評議員会） 2月13日（金）17：00〜18：00

都市センターホテル

5F

オリオン

8． 企業展示・書籍販売
企業展示
開催日

時間

2月14日（土）

9：00～17：00

2月15日（日）

9：00～16：00

場所
砂防会館

1F 淀

書籍販売
開催日

時間

場所

2月14日（土）

9：00～17：00

2月15日（日）

9：00～16：00

砂防会館 および
都市センターホテル

9． ランチョンセミナー
○オンラインで事前登録された方
オンラインで事前登録された方には、整理券をネームカードと一緒にお送りしております。
当日の再発行はできませんので必ずお持ちください。
なお、整理券はセッション開始5分後に無効となりますので、ご注意ください。
○当日登録の方
都市センターホテル ロビー階にて、各セミナーの当日整理券を配布いたします。
各セミナーの座席数には限りがあり、整理券の配布は先着順とさせていただきますのでご留意くださ
い。
なお、チケットは1日につきお一人様1枚限りとさせていただきます。
配布場所
開催日

時間

2月14日（土）

8：00～11：45

2月15日（日）

7：30～11：50

場所
都市センターホテル

ロビー階

※14日は14日開催のセミナーのみ配布いたします。

10. モーニングセミナー、イブニングセミナー
軽食をご用意しております。事前登録制ではございませんので直接会場にお越しください。
なお、各セミナーの座席数には限りがあり、先着順とさせていただきますのでご留意ください。

11. 会場内での呼び出し
会場内での放送及びサイドスクリーンによる呼び出しは行いません。お呼び出しを希望される場合は、
総合受付までお申し出いただければ伝言板に掲示いたします。

12. 駐車場
学会専用の駐車場はございません。なるべく公共交通機関をご利用ください。
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13. ご注意
1）会場内でのスライド等の写真撮影・ビデオ撮影は、ご遠慮ください。
2）会場内では携帯電話は、マナーモードに設定していただくか電源をお切りください。
3）会場内は禁煙となっております。喫煙は所定の喫煙場所でお願いたします。
4）追加発言・質問される方はあらかじめマイクの前でお待ちいただき、座長の指示に従い、所属・氏名を
述べてから発言してください。

14. 日本フットケア学会への新規入会・年会費受付
学会への入会を希望する方は、総合受付の学会事務局デスクにてお申し込みください。
会員で年会費（平成26年度）を未納の方は、納入をお願いします。
日本フットケア学会事務局 長谷川
〒102-0074

東京都千代田区九段南2-1-30

株式会社メディカルトリビューン内

イタリア文化会館ビル8F

学会事務室

TEL：03-3239-7264（代）FAX：03-3239-7225
URL：jsfootcare.org/

E-mail：info@jsfootcare.org

15. 第5回フットケア指導士交流会
【日

時】 2月15日（日）9：00 ～10：30

【場

所】 第6会場（砂防会館 1F

信濃）

※事前申し込みを行います。詳細は日本フットケア学会HP（jsfootcare.org/）をご確認ください。
※参加により、フットケア指導士認定更新単位が10単位取得可能です。

16. 誰でも気軽に参加できるグループワーク交流会
〜靴やインソールどうしていますか？〜
【日

時】 2月15日（日）10：50〜12：10

【場

所】 第6会場（砂防会館 1F

信濃）

	事前登録制となっております。
【参加方法】
【内

容】 足の問題と直結する靴やインソール。
でもその活用方法やどこに相談・紹介したらいいのか、困っている方も少なく無いと思います。
	今回の交流会では、地区ごとのグループに分かれてそれぞれの対処方法を共有するとともに、
靴やインソールのことを相談し合えるネットワークづくりができることを目指します。
靴やインソールのことがよくわからないという方でも、気軽にご参加ください。

17. フットケア実践教室
「看護師講師による看護師でもできる血管検査教室」
【日

時】 2月15日（日）9：00〜12：00

【場

所】 第7会場（JA共済ビルカンファレンスホール

1F）

【参加方法】 事前登録制となっております。

18. 次期開催
第14回日本フットケア学会年次学術集会
会

期：2016年（平成28年）2月6日（土）〜7日（日）

会

場：神戸ポートピアホテル

大会長：寺師
10
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形成外科）
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単位認定
本学術集会中に一般参加・発表にて取得が可能なものは以下のとおりです。
日本看護協会

認定看護師自己研鑚ポイント

参加3点、筆頭演者10点、共同演者5点

透析療法指導看護師資格

4ポイント

血管診療技師（CVT）認定機構更新単位

5単位

日本フットケア学会フットケア指導士認定更新

参加10単位、筆頭演者15単位
※指導士交流会に参加10単位
(※事前申込制、当日単位票を配布致します)

日本義肢装具士協会生涯学習システム

参加1単位、講演・発表2単位

日本整形外科学会教育研修単位

1演題（1時間）につき1単位 ＊詳細は以下の通りです

日本糖尿病療養指導士第2群

2単位(※当日単位証明書を配布致します。)

日本医師会生涯教育制度のための単位取得

出席5単位

リンパ浮腫療法士

更新用クレジット5単位

(※当日単位証明書を配布致します)

日本整形外科学会教育研修単位について
日
2月14日
（土）

2月15日
（日）

時間

会場

発表形式

演題名・演者

単位 必須分野

認定番号

痛みの薬物療法に関する学習プログラム
17:00
N 07,08
イブニング
第2会場
～ J-PAT PA1の内容を中心に～
～
セミナー1
SS
―
川井 康嗣（仙台ペインクリニック石巻分院）
18:00

14-3298001

痛みの薬物療法に関する学習プログラム
13:30
N 06,12
教育講演
第3会場
～下肢病変の疼痛治療を中心に～
～
5
R
―
三木 健司（近畿大学医学部 整形外科学）
14:30

14-3298002

14:30
特別講演 人工膝関節の現状と展望
第1会場
N
～
3
高井 信朗（日本医科大学大学院医学研究科 整形外科学）
15:30

14-3298003
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取得単位：N専門単位 SS脊椎脊髄単位 Rリウマチ単位
必須単位：	[ 6] リウマチ性疾患, 感染症 [7] 脊椎・脊髄疾患 [8] 神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む）
[12] 膝・足関節・足疾患 [13] リハビリテーション（理学療法, 義肢装具を含む）
＊IC会員カードが必要になりますので、必ずご持参ください（平成25年4月に全会員に発行済です）
。
現在、カードがお手元にない方は日整会事務局までお問い合わせください。
（03-3816-3671）
＊単位の必須分野番号を、研修会当日に選択することはできません。
後日、会員専用ページ内の
「単位振替システム」
を利用して、ご自身で、ご希望の必須分野番号への振替をお願いいたします。

１. 受講受付
総合受付（都市センターホテル

ロビー階）に教育研修単位受付を設置いたします。

２. 申込方法
教育研修単位受付で「教育研修単位受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、受講料（1単位：1,000円）
を添えてお申込みください。また、会場前にてIC会員カードによる入室チェックを行いますので、必ず
IC会員カードをご持参ください。

３. 単位取得について
単位の必須分野番号を、研修会当日に選択することはできません。
カードをかざして取得した単位は、自動的に整形外科専門医単位の小さな方の分野番号として付与され
ます。後日、会員専用ページ内の「単位振替システム」を利用して、ご自身で、ご希望の必須分野番号への
振替をお願いいたします。

４. 未専門医の方の受講について
研修手帳に必要事項をご記入のうえ、教育研修単位受付に研修手帳をご提出ください。
手帳は講演終了後に教育研修単位受付でご返却いたします。当日、研修手帳をお持ちでない場合の受講
証明はできません。
13th Annual Meeting of the Japanese Society for Footcare
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優秀演題賞・優秀ポスター賞
優秀演題賞について
＜審査方法＞
優秀演題賞として応募された抄録の中から、本学術集会開催前に査読委員会においてまず数名の候補
者が選考されます（一次審査）。一次審査通過者には学術集会時に「優秀演題賞セッション」にて発表を
していただき、この発表を審査員が審査し最優秀演題賞を決定します。
＜応募資格＞
応募資格は学術集会開催時点（2015年2月14日）に年齢が45歳未満の方に限ります。
「医師部門」と「非医師部門」からそれぞれ最優秀演題賞を選出いたします。
＜表彰＞
最優秀演題賞に選ばれた方は、懇親会にて表彰を行います。
「医師部門」と「非医師部門」の最優秀演題賞に選ばれた方には、それぞれ賞状と副賞を贈呈いたします。
■優秀演題賞発表（非医師部門）
日

時：2015年2月14日（土）9：30～10：35

会

場：第4会場(都市センターホテル 6階 606)

■優秀演題賞発表（医師部門）
日

時：2015年2月14日（土）10：35～11：53

会

場：第4会場(都市センターホテル 6階 606)

優秀ポスター賞について
＜審査方法＞
ポスター発表として採用された演題の中から、評議員の投票をもとに優秀ポスター賞を選出いたします。
評議員の方には受付時に評議員受付にお出でください。投票用紙を配布いたしますので、以下の期間
中に投票BOXに用紙をご提出ください。
投票期間：2日14日（土）11:00～16:00
提出場所：ポスター会場内（都市センターホテル 7F

701・706）

＜表彰＞
優秀ポスター賞に選ばれた方は、懇親会にて表彰を行います。
■懇親会
日

時：2015年2月14日（土）18:10～20:30

会

場：第1会場（都市センターホテル コスモス）

参加費：無料
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創傷治療における臨床栄養セミナー TNT Wound Care
日

時：2015年2月14日（土）13：00～16：45

会

場：第7会場（JA共済ビルカンファレンスホール 1F）

参 加 費：1,000円

＊軽食をご用意しております。

参加資格：第13回日本フットケア学会年次学術集会参加者
参加方法：事前登録制
＜内容＞

＊空席がある場合は、当日会場にて受付いたします。

Session1

創傷の病態生理と代謝への作用

Session3

栄養スクリーニング、アセスメント、栄養治療の概要

Session2
Session4
Session5
＜講師＞
市岡

創傷の予防と治癒における栄養
創傷治癒のための栄養管理
ケース スタディ

滋（埼玉医科大学形成外科）

館

正弘（東北大学大学院医学系研究科

寺師

浩人（神戸大学医学部形成外科学教室）

大浦

形成外科学分野）

紀彦（杏林大学医学部形成外科・美容外科）

＜共催＞

第13回日本フットケア学会年次学術集会
アボット ジャパン株式会社

フットケア実践教室「看護師講師による看護師でもできる血管検査教室」
日

時：2015年2月15日（日）9：00～12：00

会

場：第7会場（JA共済ビルカンファレンスホール 1F）

参 加 費：無料

参加資格：第13回日本フットケア学会年次学術集会参加者
参加方法：事前登録制
＜テーマ＞

血管診療における検査の知識と技術

＜講師＞
溝端

美貴（大阪労災病院

富田

則明（東葛クリニック病院

青柳

幸江（誠潤会水戸病院

～やってみようVascular nursing

長利麻衣子（常滑市民病院

看護部）
看護部）

超音波室）

平川さやか（山本心臓血管クリニック
𡈽田

博光（誠潤会水戸病院

看護師）

看護部）
院長）
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